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1.  平成22年1月期第2四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年7月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年1月期第2四半期 5,639 △10.5 △39 ― △26 ― △86 ―
21年1月期第2四半期 6,304 4.6 181 △52.3 197 △50.2 117 △37.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年1月期第2四半期 △8.28 ―
21年1月期第2四半期 10.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年1月期第2四半期 9,478 7,617 80.1 727.41
21年1月期 10,024 7,808 77.7 745.48

（参考） 自己資本   22年1月期第2四半期  7,596百万円 21年1月期  7,785百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年1月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
22年1月期 ― 0.00
22年1月期 

（予想）
― 12.00 12.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 11,889 △9.1 150 △69.8 167 △66.8 △27 ― △2.59
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、今後の経済状況等の変化により、実際の業績は予想数値と異な
る結果となる場合があります。 
・通期の連結業績予想は、第２四半期連結累計期間における進捗を勘案し、平成21年3月13日公表の予想数値を修正いたしました。当該予想数値の修正
に関する事項につきましては、本日（平成21年9月10日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第2四半期 10,834,000株 21年1月期  10,834,000株
② 期末自己株式数 22年1月期第2四半期  390,500株 21年1月期  390,500株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第2四半期 10,443,500株 21年1月期第2四半期 10,743,500株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国発の金融危機に端を発した世界同時不況の影響

により、企業収益の大幅な悪化や雇用情勢の悪化等、引続き、厳しい景況感の中で推移いたしました。 

 当アパレルないし小売業界におきましては、消費者の生活防衛意識の高まりにより個人消費は一段と低

迷する状況が顕著となり、厳しい経営環境となりました。 

 このような状況のなか、当第２四半期連結累計期間において、直営店の出店は５店舗、退店は７店舗を

行い、直営店舗数は２店舗減少の132店舗となりました。 

個人消費の低迷、消費者の低価格志向の強まり等により、売上高が減少し、当第２四半期連結累計期間

の売上高は5,639百万円(前年同期比10.5％減)、売上高の減少により営業損失は39百万円(前年同期営業利

益181百万円)、経常損失は26百万円(前年同期経常利益197百万円)、四半期純損失86百万円(前年同期中間

純利益117百万円)となりました。なお、前中間連結会計期間においては特別利益として固定資産売却益

124百万円がありました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 (資産) 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ545百万円減少し9,478百万

円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少346百万円、たな卸資産の減少144百万円等に

よるものであります。 

 (負債) 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ354百万円減少し1,860百万円

となりました。これは主に、買掛金の減少261百万円等によるものであります。 

 (純資産) 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ190百万円減少し7,617百万

円となりました。これは主に、四半期純損失による86百万円、利益処分による配当金の支払125百万円

等によるものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ72百万円減少し3,058百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は221百万円となりました。 

 増加の主な内訳は、減価償却費153百万円、売上債権の減少額346百万円、たな卸資産の減少額144百

万円であり、減少の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失96百万円、仕入債務の減少額250百万円で

あります。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は171百万円となりました。 

 これは主に、支出は、有形固定資産の取得による支出128百万円、敷金及び保証金の差入による支出

48百万円であり、収入は、敷金及び保証金の回収による収入41百万円であります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は125百万円となりました。 

 これは、配当金の支払額であります。 

  

当第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、平成21年３月13日に公表いたしました平成21

年１月期通期の連結・個別業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日(平成21年９月10

日）別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日

企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平

成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変更による損益に与える影響はありま

せん。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号（平成５年６月17

日(企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財

務諸表から適用することができるようになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会

計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。この変更による損益に与える影響はありません。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
 (1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,892,850 3,960,592

受取手形及び売掛金 872,943 1,219,140

商品 430,574 571,630

原材料及び貯蔵品 8,437 11,909

その他 170,618 151,982

貸倒引当金 △1,618 △1,763

流動資産合計 5,373,805 5,913,490

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産合計 669,279 730,524

無形固定資産   

無形固定資産合計 33,794 27,458

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,632,604 1,625,458

保険積立金 934,897 934,018

その他 843,422 799,738

貸倒引当金 △8,877 △5,901

投資その他の資産合計 3,402,047 3,353,314

固定資産合計 4,105,120 4,111,297

資産合計 9,478,926 10,024,788

負債の部   

流動負債   

買掛金 646,208 907,664

短期借入金 220,000 220,000

未払法人税等 39,333 7,530

引当金 35,780 51,504

その他 437,852 569,654

流動負債合計 1,379,174 1,756,352

固定負債   

長期未払金 317,633 317,633

退職給付引当金 164,127 141,814

固定負債合計 481,761 459,448

負債合計 1,860,936 2,215,801
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,520 768,520

資本剰余金 807,750 807,750

利益剰余金 6,174,136 6,385,944

自己株式 △126,904 △126,904

株主資本合計 7,623,501 7,835,309

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,818 △49,899

評価・換算差額等合計 △26,818 △49,899

少数株主持分 21,306 23,576

純資産合計 7,617,989 7,808,986

負債純資産合計 9,478,926 10,024,788
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 5,639,530

売上原価 2,410,514

売上総利益 3,229,016

販売費及び一般管理費 3,268,174

営業損失（△） △39,158

営業外収益  

受取利息 2,729

為替差益 5,506

持分法による投資利益 446

その他 5,963

営業外収益合計 14,646

営業外費用  

支払利息 1,858

その他 262

営業外費用合計 2,121

経常損失（△） △26,633

特別損失  

固定資産除却損 23,582

減損損失 44,403

その他 1,920

特別損失合計 69,905

税金等調整前四半期純損失（△） △96,539

法人税、住民税及び事業税 31,696

法人税等調整額 △39,479

法人税等合計 △7,783

少数株主損失（△） △2,270

四半期純損失（△） △86,486
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △96,539

減価償却費 153,583

減損損失 44,403

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,830

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,312

受取利息及び受取配当金 △2,729

支払利息 1,858

為替差損益（△は益） △3,862

持分法による投資損益（△は益） △446

固定資産除却損 23,582

売上債権の増減額（△は増加） 346,977

たな卸資産の増減額（△は増加） 144,526

仕入債務の増減額（△は減少） △250,618

その他 △167,531

小計 218,346

利息及び配当金の受取額 3,974

利息の支払額 △1,894

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 929

営業活動によるキャッシュ・フロー 221,355

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △128,846

無形固定資産の取得による支出 △12,353

投資有価証券の取得による支出 △25,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 6,834

敷金及び保証金の差入による支出 △48,013

敷金及び保証金の回収による収入 41,975

その他 △5,681

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,084

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △125,731

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,731

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,915

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △72,545

現金及び現金同等物の期首残高 3,130,799

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,058,254
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19

年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年７月31日） 

衣料品セグメントのみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  
〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年７月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

  

〔海外売上高〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年７月31日） 

海外売上が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

 (要約)中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

前中間連結会計期間

(自 平成20年２月１日
至 平成20年７月31日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 6,304,453 100.0

Ⅱ 売上原価 2,719,972 43.1

売上総利益 3,584,480 56.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,403,431 54.0

営業利益  181,049 2.9

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 6,309

２ 有価証券売却益 25

３ 持分法による投資利益 6,401

４ 受取賃貸料 2,615

５ 為替差益 684

６ その他 3,709 19,745 0.3

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 2,474

２ 投資事業組合損失 1,041

３ その他 229 3,746 0.1

経常利益 197,048 3.1

Ⅵ 特別利益

１ 固定資産売却益 124,459

２ 貸倒引当金戻入益 420 124,879 2.0

Ⅶ 特別損失

１ 固定資産売却損 13

２ 固定資産除却損 22,873

３ 減損損失 40,369 63,256 1.0

税金等調整前中間純利益 258,672 4.1

  法人税、住民税及び事業税 68,169

  法人税等調整額 68,462 136,632 2.2

  少数株主利益 4,406 0.0

  中間純利益 117,633 1.9
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